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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブ管理運営委員長 

      できれば事前に皆様にテーマをお伝えして、 
ご意見をお願いできればと思っていましたが、 
本日はクラブ管理運営部門の「例会親睦委員

会」の活動を中心に、フォーラムを開催させて

頂きます。 
 今年度が始まって 2 ヵ月弱ですが、前年度は 
7 名の新会員が入会し、当クラブの良いところ

は新旧会員が共に分け隔てなく、お付き合いし

ています。また 8 月から席を固定せずお話でき

るよう、委員会で席決めさせて頂いております。 
 ですが危惧しているのは、どうしても会員が 
増えますと、出席率は低下してきます。前年度

の規定審議会の改正により、出席率は以前ほど 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
豊岡 淳 

厳しく言っていませんが、私としては出席率の 
問題よりも、毎回のクラブ例会に楽しく出席し 
て頂けることが重要だと思っています。 
 よって例会だけでなく、他の会合（研修会や 
夜の懇親会など）に出席した場合もメイク扱い 
とする方法はどうかと思います。まず、このテ 
ーマについて、ご意見をお願い致します。 
＜会員よりの意見、提案など＞（要約にて） 
・夜の会合ならば、まだ面識があまりない方と 
 も話す機会が増えるかと思う。 
・自身では、メイクにならないよう例会出席を 
 心掛けてはいるが、現状的には受付のみのメ 
 イクを利用している。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

・仕事柄、昼の時間帯が厳しい方もいるので、夜 
 の方が出席しやすいかと思う。 
・今年度は地区委員として、地区の会合にも出席 

し、クラブ例会にも出席するため、無理をして 
いる部分もあり、夜の研修会などがメイク扱い 
になると助かります。 

    ・私はメイクについても、原則を大事にしたいと 
いう考えです。メイク期間は、当該例会の前後 
2 週間、つまり 1 か月間の余裕があります。 
自身が出席率にこだわるとキツイかと思いま

すが、他クラブを訪問して、違う雰囲気を味わ

ったり、知合いを広げたりと、メイクのシステ

ムを活用するのは良いかと思います。最近は、 
     「柔軟性」と言われますが、基本は大事です。 
    ・新クラブなどは、夜間例会を月 2 回だけという 

ことで、ロータリークラブも変化してきている。 
     原則を変えていく場合は、時間をかけて行った     

方が良い。クラブ細則を改正して、夜間例会を 
     増やすのも、1 つの方法かと思います。 
    豊岡委員長：今後、会員皆さんが参加しやすい会 

合や、出席したくなるような活動内容に努めて 
いきたいと思います。では会長からもご意見を 
お願い致します。 

    㝡住会長：私からはガバナー方針でもある「クラ 
ブ長期計画」について、少しお話させて頂きま 
す。前年度に創立 40 周年が終了しましたが、 

     この先の 45 周年、50 周年に向けてのクラブ指 
針があった方が良いかと思います。 
例えば、50 周年を会員 50 人でとか、グローバ 
ル補助金を活用した、地域に向けた大きな事業 
などは予算も積立てしなくてはなりません。 
ロータリークラブも増えましたが、なかなか 

     当クラブの特徴というものが感じられないの

で、提案させて頂きました。 
 

 

 

     皆さん、夏休みはいかがお過ごしでしたか。 
まだ、これからという方や夏休みは特に無いとい 
う方もいらっしゃると思いますが、今年は東日本 
は、ほぼずっと雨という天気が続き、大変湿っぽ 
いお盆でした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日のゲスト、交換学生のボトンド君ですが、 
先週の土曜日に来日し、カウンセラーの櫻内会員、 
ホストファミリーの川合さんとお迎えに行ってき 
ました。夜 10:45 に羽田到着予定という遅い時間 
にもかかわらず、夏休み期間で人が多く、到着ゲ 
ートを出るのが 11:30 くらいでした。 
ハンガリーから約 5 時間、ドバイで約 8 時間の 

トランスファー、羽田まで 9 時間以上の旅程で大 
変疲れたと思います。 
さて、8 月 8 日(火)に会長幹事会がありました 

ので、ご報告致します。 
まずガバナー公式訪問ですが、第５G では津久 

井中央 RC、ニューシティ RC が終了しています。 
当クラブはガバナー補佐２週間前訪問が 9 月 12 
日、ガバナー公式訪問が 9 月 26 日となっており 
ます。 
会員増強ですが、今年度に入り第５グループで 

は既に 11 名入会しており、好スタートとなって 
います。昨年の実績は 6 月末で 2780 地区は 237 
名入会、213 名退会と 24 名の純増ですが、これ 
は昨年創立したニューシティ RC の人数が入って 
いるので、実質はマイナスということです。第５ 
グループの会員は地区 2,325 名中、439 名と最も 
多く、会員が増えている状況なので、地区の中で 
の発言力がもっとあってもいいのかとは思います。 
ガバナー補佐は大変だと思いますが・・。 
九州の豪雨災害の被災地への義捐金が、地区で 

約 200 万円集まり、現地の RC に送金することが 
できました。ありがとうございました。 
次に地区補助金の件ですが、今年度第５グルー 

プで地区補助金を受けたのは相模原東 RC が剣道 
 



 

         
大会で20万円、津久井中央RCが植樹で49万円、 
柴胡 RC がシイタケ菌床配布で 24 万円と、いず 
れも申請額が満額通っているそうです。補助金の 
基準も緩和されていて、ハードルは低くなってい 
ると考えていいようです。 
あとは、地区大会が来月に迫っています。9 月 

6 日にリハーサルがあり、その時に 10:00～1 時間 
程度、応援者の事前打合せを行います。当クラブ 
は応援を大坪会員、諸隈会員、大塚会員、横江会 
員にお願いしておりますが、最低 1 名の打合せへ 
の参加をお願いします。詳細は後程、ご連絡しま 
す。また地区大会でのクラブ紹介の写真は、40 周 
年記念式典の写真を提出しております。 
最後に、第５グループ各クラブの奉仕事業の件 

です。まず明日 23 日に、大野 RC が谷口台小学 
校でコンサートを行い、その後に打上げがあると 
いうことです。9 月 1 日には、津久井 RC が 11 月 
収穫祭に向けての「大根の種まき」を行います。 
いずれも他クラブ会員の参加がＯＫですので、興 
味のある方がいましたら、お問い合わせ下さい。 

また少し先になりますが、10 月 29 日に相模原 
南・西・大野 RC が例年、合同で行っている「相 
模大野ハロウィンフェステバル」のエンドポリオ 
キャンペーンですが、今年も組ひも体験を行いま 
すので、他クラブの参加を歓迎しますということ 
です。 

来週は第 5 週目のため、例会取止めとなります 
ので、お気を付け下さい。 

 

        ＜委員会報告＞ 
    ○ロータリーの友８月号紹介 

     公共イメージ委員長  小崎 直利 

     今月号の記事は、 
    「地元の力を生かす」 
    ということで、地域 
    に関する記事が多く 
    掲載されています。 
     横書 10 ページに、 
    相模原ニューシティ 
    RC が「クラブ会員 

 

 
 
全員が新会員」ということで紹介されています。 

縦書 45 ページに、東京八王子南 RC が創立 30 
周年を迎えて、アニバーサリーロータリーソング 
を作って、記念式典で会員が二重奏で披露され、 
こういった記念事業もあるのかと思いました。 
 4 ページ～「地域は本当に元気になれるのか？」 
は第 2610 地区大会講演の記事ですが、2040 年に 
は日本の市町村の半数が消滅可能性都市だそうで、 
これは 20～39 歳の女性の人口が大幅に減る都市、 
すなわち子供を産む年代の女性が減る都市のこと 
を言います。この記事の締め括りの言葉を紹介さ 
せて頂きます。 
「地域は本当に元気になれるのか？ なれます。 
成功とリスクが交錯する地方を支えるのは、ほと 
んどは中小企業だと思いますが、“自分がやるし 
かない”という窮鼠猫を噛む気持ちは大企業より 
はるかに強く、また大企業より機動的で進取の気 
風にも富み、変化への対応が柔軟にできます。 
 そのような経営者の集まりがロータリークラブ 
だと思っています。地域の元気は、ロータリアン 
がつくるものではないでしょうか。」 

（概要にて掲載） 

 

＜青少年交換について＞ 

RI ホームページより 
世界 100カ国以上で実施されているロータリー 

青少年交換は、ロータリークラブによる支援の下、 

15～19歳の学生が海外に滞在し、言語や文化を学 

びながら、海外に友人をつくり、世界市民として 

の自覚を養うことのできるプログラムです。複数 

のホストファミリー宅に滞在しながら、現地の学 

校に通います。 

 異文化を理解し、国境を越えた友情と信頼を築く 

機会をもたらすことで、世界の平和を少しずつ実 

現できると私たちは信じています。 

〇ロータリー青少年交換でできること 

・自分で考え、率先して行動する力を育てる 

・外国語や異文化を学ぶ 

・海外の若者と交流し、友だちをつくる 

・グローバルな市民になる 

 



 

 

     

 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

 久し振りに伺いました。今週の土曜日は高田橋 

 上流で花火大会が開催されます。江成会員とと 

 もにお待ちしております。 

●冣住会長、横溝幹事 

    ①川合会員、櫻内会員、ボトンド君の迎え、お疲 

れ様でした。ボトンド君、ようこそ！ 

    ②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

    ●伊倉 正光会員 

    ①本日は会員誕生日祝をいただき、ありがとうご 

ざいます。 

    ②豊岡委員長、クラブフォーラム宜しくお願い致 

     します。 

    ●池之上 和哉会員 

    ①ボトンド君、相模原グリーンＲＣからお越しの 

中村様、ようこそ！ 

    ②前回は妻と私の誕生日祝を戴き、ありがとうご 

ざいます。 

    ③入会記念日祝の菊地会員、冣住会長、おめでと 

     うございます。 

    ●川合 貞義会員 

ハンガリー生れの孫が一人増えました。日本語 

     はこれから勉強ですが、宜しくお願いします。 

可愛がって下さい。高校一年生です。 

    ●金沢 邦光会員 

①ボトンド君、Welcome to JAPAN。 

②お迎えに行って頂いた皆さん、お疲れ様でした。 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②ボトンド君、ようこそいらっしゃいました。 

③クラブフォーラム、豊岡委員長よろしくお願い 

致します。 

        ●江成 利夫会員 

①ボトンド君、ようこそいらっしゃいました。 

②クラブフォーラムの豊岡委員長、よろしくお願 

いします。 

③入会記念日・会員誕生日祝を受けられる皆さん、 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①ボトンド君、Welcome! 

②お祝の皆様、おめでとうございます。 

③豊岡委員長、クラブフォーラムよろしくお願い 

します。 

●櫻内 康裕会員 

①青少年交換学生のボトンド君、ようこそ。 

②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③クラブフォーラム、豊岡委員長よろしくお願い 

します 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日お祝を受けられる㝡住会長、菊地会員おめ 

でとうございます。 

②豊岡委員長、フォーラム宜しくお願いします。 

③交換学生のボトンド君、ようこそ！ 

●阿部 毅会員 

①ボトンド君、ようこそ！（Welcome to Japan） 

健康に気をつけて、頑張って下さい。 

②クラブフォーラムの豊岡委員長、本日は宜しく 

お願いします。 

③お祝の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●小野 孝会員、竹田 繁会員 

①入会記念日祝の菊地さん、冣住さん、おめでと 

うございます。 

②青少年交換学生のボトンド君、いらっしゃい。 

ホストファミリーの川合さん、ご苦労様です。 

●大塚 正浩君 

 入会記念日お祝の菊地会員、冣住会員おめでとう 

 ございます。 

●小崎 直利会員 

①ボトンド君、ようこそ！ 

②8月お祝の菊地会員、冣住会員、おめでとうご 

 ざいます。 

③本日、ロータリーの友を紹介させて頂きます。 

 短めに頑張ります。 

今年度の累計額 ２１１，４００円 



 

 

 

 

     ○櫻内会員（カウンセラー）より紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先週 19 日に、ハンガリーより来日しました

ボトンド君です。日本語は全く話せませんが、

英語ができます。私は英語もできませんが、1 

年間カウンセラーを務めさせて頂きます。 

  最初のホストファミリーが川合会員宅で、何 

度かホストファミリーを受けて頂いて、慣れて 

おられるので大変助かっています。 

  桜美林高校に通学しますが、学校側の配慮で、 

授業料や施設費などは免除頂きました。制服や 

シューズ、修学旅行費などの学校経費が掛かり 

ますが、地区と第 5グループの負担金で賄って 

いきます。まだ通学方法などは決まっていませ 

んので、これから順次、検討してまいります。 

帰国は来年 7月 10日の予定です。 

 

 ○クラブバナーの交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○交換学生 Diczko Botond 君 ご挨拶 

  私の名前はボトンド・ 

ディツゴーです。呼び名 

はボディかボトンドです。 

16 歳です。ハンガリー 

から来ました。 

ホームタウン（ニーレ 

ジハーザ）は首都ブタペ 

ストから 200 キロ程離 

れています。父は銀行家、 

母は教師でニーレジハーザの RC 会員です。 

私にはブラジルへ 1 年留学した兄と、台湾へ 

1 年留学した姉がいます。 

 時間があるときに旅行するのが好きで、ヨー 

ロッパはたくさん旅行しました。留学先に日本 

を選んだのは、言語、文化、人々、食べ物・・ 

要するに全てに興味を持っていたからです。 

 ハンガリーのクラブからフラッグをお渡しす 

るよう預かってきました。また、母からこちら 

のクラブへのプレゼントを預かっています。 

 皆さんに会えて嬉しいです。良い関係がずっ 

と築けるよう願っています。（翻訳文にて紹介） 

 

                   阿部 毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私の出身は徳島県で、帰省した折に地元の RC 

にメイクして、バナーを貰ってきました。阿波踊 

りがデザインされています。創立 80年の歴史ある 

会員数 80名位のクラブです。 

 田舎に帰られた折にメイクするのも良いかと思 

います。会員増強委員長として、メイクの１つの 

方法をご紹介させて頂きました。  （概要にて） 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①青少年交換 帰国学生報告会・解団式のご案内 

     昨夏より派遣の交換学生が、１年間の留学を終 

えて帰国しましたので、報告会と解団式を開催 

致します。お預かりの来日学生と一緒にご出席 

を宜しくお願い致します。 

日時：9月 2日（土）14～17時 場所：アイク 

ロス湘南（辻堂駅） 回答締切日：8月 31日 

２．相模原南ＲＣより、「地区大会晩餐会試食会」 

について 

地区大会の晩餐会で、提供させて頂く料理の最 

終試食会を予定しており、第５グループの皆様 

にもご意見や感想を頂戴したいと思います。会 

場の都合上、1クラブ 1～2名に限定させて頂き 

ますが、ご参加を宜しくお願い致します。 

     日時：8月 29日（火）18:30～ 

   場所：センチュリーホテル相模大野 

     会費：1人 5,000円 返信締切日：8月 22日 

例会プログラム 

８月２９日例会取止め（定款第 8 条 1 節により） 

９月 ５日ゲスト卓話 神奈川医療少年院 

           教育調査官 立石健一郎氏 

          定例理事役員会  

       １２日「公式訪問 2週前にあたり」 

           担当：金沢ガバナー補佐 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

     ソングリーダー 大塚 正宏会員 

     ビジター  中村 昌治君（相グリーン） 

     ゲスト   Diczko Botond 君 

（青少年交換学生） 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○入会記念日祝 

・菊地 啓之会員 1989 年８月 29 日 

・冣住 悦子会員 2009 年 8 月 4 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会員誕生日祝（前回未渡し分） 

・池之上和哉会員 8 月 21 日 

・伊倉 正光会員 8 月 23 日 

○ご夫人誕生日祝（前回未渡し分） 

・池之上和哉ご夫人 8 月 5 日 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

３９名 ３０名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/2) 

５名 ８５．７１％ ８１．２５％ 


